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三菱マテリアル株式会社 常務執行役員
加工事業カンパニー プレジデント

鶴巻 二三男

1

医療と工具、すぐに関係を浮かべられる人は少な
い。入社して、超硬工具部門に配属され、最初の講義
を思い出すと、リンゴの皮をむくナイフの絵があった。リ
ンゴは被削材、ナイフが工具と教えられた。このことを
医療分野に想定して単純に置き換えると、被削材は人
体で工具がメスとなる。では、メスのことを語るのかとな
ると、現在の医療産業向け工具は、異なるものである。
医療機器の製造工程で使用される工具、人体に埋め
込まれる治療用部品の加工用工具、保持器具の加工
用工具など、やはり工具の活躍の場は、幅広い。
数年前、義母が腰の病になった。手術の説明に立

ち会った際、執刀医師の話
“小さなプレートをあて、ネ
ジで固定します。材質は、チタンという腐食しない…”
を真剣に聞きながらも
“この部品ももしかすると弊社工
具で、いややはり競合他社の…と”
職業病が顔を覗か
せる。病気や怪我の治療に役立ち、人々の痛みを解消
し、少しでも快適な生活を過ごすことへ微力ながら貢
献していることは、誇れることである。患者さんのことを
考えると諸手をあげてとはいかないが、工具メーカーと
しては、ワクワク感が増してくる。これからも医療の進
化に、ベストなソリューションとサービスを提供する工具
工房を目指して。
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EDITORIAL

ようこそ、
三菱マテリアルのワクワクの世界へ！
空
（航空機：創刊号）
、地上（自動車：第

できますが、その後の長きにわたる工具形状

上に取り組んでいきたいと考えています。皆

2号）
に続き今回は人（医療）
の世界へ皆さま

や材料、そして工作機械や加工技術の開

さまからのさまざまなご意見やご感想、そし

をご招待します。航空機と自動車は人の空

発・改良を経て技術が確立されてきました。

てご要望をお待ちしております。それら「お
客様の声」に基づき、より多くのユニークな

間移動の自由度やスピードを大きく変え、私

切削条件を飛躍的に向上させた工具材料

たちの社会や生活に大きな変革をもたらしま

である超硬合金は、1926年に実用化されて

新製品や世界初の新技術、お客様ごとのソ

した。そして近年、著しい進展を見せてい

から約90年が経ちますが、まだまだその進

リューションとサービスを開発・実用化し、こ

るものの一つが医療です。前者と比べ工具

化は止まらず、最近では医療用新素材向け

れまで以上のワクワクをより多くのお客様に

メーカーとは縁が浅い分野と思われていまし

の新材種の開発にも精力的に取り組んでい

お届けしたいと思います。そしてそれらの開

たが、さまざまな医療用技術・機器の進歩と

ます。本誌ではこのような超硬合金の歴史と

発・実用化にあたっては、お客様とともに考

医療用新素材の開発・実用化により、この

開発秘話、そして最新技術についてもご紹

え、創り、壁
（課題）
を突き破ることでそれを

分野においても私たちの工具が活躍し貢献

介していますのでそちらもご一読ください。

実現し、ワクワクと感動を共有したいと考え

できる場が広がってきました。このような医療

昨年後半より、お客様との技術交流会や

分野においても、私たちはお客様ごとの新た

セミナーなどで私たちの開発の取り組みにつ

私たちは、冒頭の言葉がふさわしい総合

な課題にお応えできるプロフェッショナルとな

いてお話しする機会を増やしています。そこ

工具工房になることを目指して、熱い心と思

ることを目指しており、その一端を本誌でご

では、私たちの開発の方針や将来計画、開

いを込めて日々挑戦し続けます。三菱マテリ

紹介します。

発途上の製品情報など、従来は社外にお

アルの変化と挑戦にご期待ください。

さて、前記の各分野いずれにおいてもそ

ています。

話ししていない内容もご説明しています。本

の進展の背景には、各種の革新的技術の

誌を含めさまざまな形で開発情報をはじめと

開発本部長 博士（工学）

開発やそれら技術を製品へ応用する商品

する各種の最新技術情報や私たちの思い、

開発、製品を安定した品質で量産する生産

そしてワクワクを積極的に発信し、
「お客様

長田 晃

技術の開発など、さまざまな開発の積み重

の身近な存在」に少しでも近づければとの

ねがあります。私たちの工具もその起源は

思いを込めての試みです。今後もさらに活

工作機械と同じ古代エジプトまで遡ることが

発な情報発信と相互コミュニケーションの向
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MEDICAL INDUSTRY

医療機器産業を
支える切削加工
さらなる市場拡大が期待される医療機器産業
経済成長著しい新興国での人口増加と先

医療機器市場動向予測

進国での高齢化は、医療機器産業にとって
安定したグローバルな需要拡大が見込める
分野として期待されています。現在、医療機

800,000

アメリカ

器市場の80%近くを占めるのは、個人所得が
高く、保険制度、医療機関の整備された米

ヨーロッパ

アジア

中東／アフリカ 他

700,000

国、西欧、日本の先進国です。これまで医療
機器は、開発費を含め莫大な費用、時間、そ

600,000

してリスク管理が必要であるため、欧米の大
手メーカーのシェアが非常に高く、付加価値の

500,000

高い分野とされてきました。しかし、その一方
で先進国での医療費抑制、新興国での価格

400,000

ニーズに対応するため、大手メーカーによるグ
ローバルな企業買収によるコスト低減を図る動
きが活発になっています。特に、需要拡大が
最も大きい中国を含めたアジア地域の振興国
では、欧米メーカー、医療研究機関と連携し
た新規参入企業も台頭してきており、自動車
産業同様に生産拠点のグローバル化は加速
するでしょう。今後は、医療機器が医薬品と異
なり単体製品販売ではなく、現地での医療認

300,000
200,000
100,000
0

（百万ドル）

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

証取得以外に医療従事者のスキルアップなど
へ対応可能な体制づくりが課題となります。

3

出典：みずほ銀行「みずほ産業調査 Vol.49 」をもとに作成 ※2015年以降、当社予測
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計測系

治療系

生体現象計測機器（CT、MRIなど）、
検体検査分析機器、診断システムなど

人工関節等生体機能補助機器、
処置用機器、手術用機器など
Spine

人工関節

MRI

X線

Plate

ベッド

Screw

デンタル

家庭用計測機器

ICU 機器

専用冶具、工具

分析機器、計測器具、院内機器など

新興国の発展と先進国の高齢化が市場拡大の鍵
近 年、新 興 国では人口だけではなく個

での世界高齢化率が20％以上に達するこ

とより、再生医療分野（代替機器、生体再

人 所 得も増 加しています。家 電 製 品、自

とから、医 療 機 器の需 要は安 定して拡 大

生 ）では、運 動 機 能 回 復を視 野に入れた

動車の需要が急増しており、今後はさらな

するでしょう。さらには、近 年の総 合 医 療

顧 客ニーズが 高まり、技 術 革 新 が 進むと

る生活レベル向上のニーズが高まることが

技 術の発 展と高 齢 化の進 行により老 後の

思われます。

予 測されます。また、2030年には主 要 国

ライフスタイルが変 化し、リスクの低 減はも

主要国世界高齢化率※

世界の人口予測
10,000

北アメリカ

アジア
ヨーロッパ

35%

南アメリカ

アフリカ

日本
フランス

30%

オセアニア

8,000

アメリカ

ドイツ
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インド
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インドネシア

25%
20%
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15%
10%

4,000
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出典：United Nations「World Population Prospects The 2008 Revision」をもとに作成
※65歳以上の高齢者人口
（老年人口）
が総人口に占める割合
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2014

2015
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出典：総務省統計局「世界の統計2015」をもとに作成
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MEDICAL INDUSTRY

医療機器用素材と切削加工
医 療 機 器 分 野の切 削 工 具 需 要の80％

性が高く、認証素材の使用が義務付けられ

合金に比べ被削性が非常に悪く、工具寿

は、金属材料の機械加工がメインであるイン

ています。医療機器では、耐食性、軽量化

命が1/3 程度に低下することから加工改善

プラント
（人工関節、デンタル）、外傷用機器

の観点から非常に航空機部品に近い素材

要望の高い材料です。また、医療分野でも

（Trauma）、手術用機器が占めており、チ

が使用されていますが、インプラント
（埋め込

CFRP やセラミックス系素材も増加し、新素

タン合金、ステンレス合金、コバルトクロム合

み）の機能改善（使用期間、小型化）
を図る

材開発も行われていることからさらに、難削

金の難削材を使用。また、これらの機器は

ため、チタン合金から機械強度の高いコバ

材が増加すると予測されます。

一般機械部品とは異なり、同一材種でもアレ

ルトクロム合金を使用した部品が増加してい

ルギー、血液適合性、耐食性への要求特

ます。しかし、コバルトクロム合金は、チタン

Dental

Screw

MVS/MVE

Spine

iMX

VP15TF / VP10RT

MP9015/
MT9015

Hip

Mini MWS
Trauma

VQ endmill

5

Plate

Knee

Instruments

Nail
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再生治療部品の
機械加工部品と主な被削材
人工関節
Ti合金
金
属
系

・Ti-6Al-4V
・Ti-15Mo-5Zr-3Al
・Ti-6Al-2Nb-1Ta-0.8Mo

・Ti-6Al-4V

Spine

Instruments

・Ti-6Al-4V

・Ti-6Al-4V

・SUS316L
・SUS317L

SUS合金

CCM合金

Trauma

・Co-Cr-Mo
（鋳造、鍛造）

樹脂

セラミック系

・Ti-6Al-4V
・純Ti

・SUS630
・SUS420J2
・SUS440C
・Co-Cr-Mo

・Co-Cr-Mo

・A2000系
・A6000系

Al合金
非
鉄
金
属
系

Dental

・UHMWPE
超高分子量
ポリエチレン

（

）

・PEEK

・PEEK

・GFRP
・CFRP
・PEEK

・Zirconia
・Alumina

・レジン
・PMMA
・特殊炭素繊維
・Zirconia
・Alumina

医療機器用素材の製造現場で
使用されている当社の工具アプリケーション
医療部品は難削材で異形形状が多く、高能率加工が難しい加工の一つで、工具単体での改善は困難です。加工能
率、工具寿命改善にはCAD/CAM-工作機械-切削工具のトータルアプリケーションの活用が不可欠です。

コバルトクロム合金
医療用素材で最も難削材であるコバルト

チタン合金

ステンレス合金

医療部品では、チタン合金
（Ti-6Al-4V）

小物部品が多いことからドリル、エンドミ

クロム合金は、チタン合金と比較し、耐摩

が生体適合性に優れることから最も多く採

耗性に優れ使用期間が延長可能で人工

用されている素材です。チタンは、熱伝導

イト系ステンレス
（SUS316L/SUS317L）

関節の摺動部やSpine/Screw などの小

率が低く切削熱が高いので耐熱性に優れ

と析 出 硬 化 系ステンレス
（SUS630）で切

さい部品や薄肉部品で使用します。しか

た工 具 材 種と切りくず排出性を考 慮した

削特性は大きく異なり、切りくず排出が難

し、機械強度が高く、溶着も発生しやすい

工具形状選定が必要です。

しいオーステナイト系ステンレスの深穴加

ため、耐摩耗性の高い工具材種を選定す

ルはソリッド工具を使用します。オーステナ

工は非常に加工が困難な材料です。

ることがポイントです。

特集
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世界の医療産業を
支える三菱マテリアル
PART1

医療部品を支える
精密部品加工を革新する
数百万点の精密部品を製造
ま ず 始 め に 訪 れ た の は、スイス の

は、年間数万点の品種を取り扱い、日産200

Laubscher社。Ø42mm以下のさまざまな精

万個を超える旋削部品を製造しています。産

密部品を製造する会社です。従業員は約

業別では半分以上が医療機器関連で占め

280名にのぼり、
「世界中の顧客が求める全て

ており、その他は、時計や自動車産業、電

のモノづくりに応える」を理念に、日々新たな

気・建築向けとなっています。今回の訪問で

挑戦を行っています。小型自動旋盤での精密

は、技術・製造部門の部長であるManfred

部品加工は、簡単な仕事ではありません。例

Laubscher氏と工 具 購 入 責 任 者 のAlain

えば、難削材でかつØ0.3mm程度の超精密

Kiener氏に、小物部品加工用工具や三菱マ

小物部品加工などがこれにあたります。同社

テリアルとの取り組みについて伺いました。

求めるものは最高品質・高性能な工具
スイスのトイフェレンの工場では約500台の各

喘息患者用吸入器の部品などがあげられま

種工作機械を使用していますが、その内400

す。主な被削材は、SUS303(1.4305)やSUS304

台が旋盤です。部品の大きさはØ0.3mm ～

（1.4301）
などのオーステナイト系ステンレスで

42mmと幅があり、部品の大きさ・形状に合わ

す。
「このような部品を常に均一の品質で製造

せて異なった加工方法が求められるため、機

するために当社は最高品質の工具を必要とし

械設備としては主軸移動型小型自動盤や主

ているのです」と、工具購入責任者のAlain

軸固定型小型自動盤、多軸自動旋盤、マシ

Kiener氏。
「工具メーカーは数多くありますが、

ニングセンタなどを取り揃えています。
「当社は

精密小物部品加工に適した工具となると、そ

各種医療分野の医療機器部品を製造してい

れを提供しているメーカーは極端に少なくなりま

ますが体内に埋め込む
（インプラント）部品で

す。さらに、工具メーカーには当社の提案を受

はないという共通点があります」と、Manfred

け止めていただき、それを高品質で実現して

Laubscher氏が説明してくれました。代表的製

いただくようお願いすることになります。そういっ

品としては、人工股関節置換術手術器具や血

た中で、三菱マテリアルには当社の心強いパー

管閉塞用ステントの挿入に使われる手術器具、

トナーとなっていただいています」
Manfred Laubscher Laubscher社 技術・製造部門 部長
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PART1
PART2
PART3
PART4
PART5

Laubscher社
Mediliant社
Greatbatch Medical社
Nexxt Spine社
Willemin-Macodel社

世界的な需要の高まりを続ける医療機器

産業。一つの部品が命を支える重要な役割

を担い、常に高い精度と品質が要求される
分野です。そんな医療機器メーカーの生産拠

点の多くは現在、西欧や北米に集積されてい

る。今号では、スイス・フランス・アメリカの3

か国、計5社の医療機器メーカーを訪れ、加

工現場の現状と世界各国での三菱マテリア

ルの貢献について取材を行った。

Laubscher社
（スイス）
パートナーシップが生み出す可能性
同社では、コストパフォーマンス
（寿命/価

に上手くいったのです。Al-Richコーティング

格）
と品質をテーマにターニングインサートの

のMP9015は寿命が2倍になっただけではな

見直しを検討開始していました。品質の再

く、面粗度や外観、切削性など全てにおい

現性を担保した上で、加工コストを低減し、

て従来品に比べ、大幅に改善しました。さら

汎用性の高い工具が必要でした。そこで、

には、送りの早さを倍にすることも可能にした

三菱マテリアルが難削材向けISOターニング

のです。このような大幅な改善は、今日では

インサートのテストを提案したところ、快く受

めったにないことです！」とAlain Kiener氏

け入れてくれました。両社には、ともかく前

は感嘆の声をあげ、
「インサートのテストは手

へ進みたいという思いがあったのです。
「ま

応えがあったので、次は他の部署で別のタ

ずは鉛フリー快削鋼を使って、ISO DCMT

イプの機械に使用したいと思っている」と次

11サイズのインサートで医療用部品のファイ

のステップへの計画にも動き出しています。

ンボーリング加工を行いました。その成果は

汎用性が高く、使用量も多いインサートのた

すぐに分かりました。次に、同じ部署にある

め、彼はできれば全ての製造ラインでの標

別の機械でも使ってみましたが、それも非常

準工具にしたいと考えているのです。

さらなる期待
もちろんLaubscher社は精密小物加工に

フィードバックを考慮の上、要望された工具

も焦点を当てています。Alain Kiener氏は、

の開発と製造が開始されます。最後に今後

「 現 在のところ、当 社はØ0.3mm ～ 6mm

の期待を込め、こう語ってくれました。
「精密

の穴加工に三菱マテリアルの工具を使用し

小物部品の加工が増えていく傾向にある現

ていますが、Ø0.3mm ～ 3mmの小径サイズ

在、当社にとって三菱マテリアルの重要度

も導入したいと思っています。この点では三

は増しています。長期的なパートナーシップ

菱マテリアルとの連携が極めて重要になると

で相乗効果を高め、有効なソリューションを

考えています」

見つけていきたいですね。三菱マテリアルは

「小径工具の改良を積極的にサポートし

品揃えが非常に多く、さまざまな産業用の部

ている」と三 菱マテリアルのKobi Tobler

品の加工に使用することができるという点も、

は話します。実際に、要望や改善策を含め

当社にとって極めて興味深いところです」

たフィードバックは、直接日本に送られ、この

Website: www.laubscher-praezision.ch

（左から１番目） Daniel Dietsch Six Sigma Tools社 （左から２番目） Alain Kiener Laubscher社 工具購入責任者
（右から２番目） Marco Schneider Laubscher社 生産技術 （右から１番目） Kobi Tobler 三菱マテリアル エンジニア
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PART2

Mediliant社
（スイス）

技術パートナーとして
高品質なインプラントを生み出す
年間50万個以上のインプラントを製造
続いて訪れたのは、スイスのル・ロックル

では、切 削 部 門の技 術 者であるNicolas

を拠 点とする製 造 会 社Mediliant社。従

Pinguet氏、ターニング部門の技術者であ

業員数は50名で、年間50万個以上のイン

るNicolas Foulaz氏、研究開発・産業部長

プラントを製造しています。ねじからプレー

のLaurent Ferreux氏に、製造現場の声、

トやネイル、ケージまでを取り扱い、その

そして、三菱マテリアルとの関係について伺

大部分はチタン製ですが、ステンレス合金

いました。

やコバルトクロム合金も使用します。こちら

工具寿命を３倍に
現在、三菱マテリアルは、医療部品とし

アルからの提案は、SMART MIRACLEエ

ては比較的大きい部品の加工用に、工具

ンドミルでした。
「特に、Ø12 mm
（R2.5mm）

をル・ロックルの工 場 へ 提 供しています。

のラジアスエンドミルによって、以 前は200

Mediliant社は、頻繁な工具の交換やそれ

分だった寿命が3倍以上の640分になりまし

に伴う段取り作業を減らし、機械稼働率を

た」と、Nicolas Pinguet氏は喜び の 声を

向上させるため寿命の長い荒削り用工具を

聞かせてくれます。三菱マテリアルのKobi

探していました。当然ですが部品あたりの

Toblerは、
「SMART MIRACLEコーティ

工具費を抑えることも考えていました。
「私

ングのゼロμサーフェスと極めてシャープな刃

たちは、Ti-6Al-4V（グレード5）製骨プレート

先が切りくず排出性、切削抵抗を削減し、さ

をブロック材から削り出す必要がありました」

らに、不等リード採用の効果で防振性も高く

Mediliant社では、低剛性機械と高剛性機

なっています」と付け加えます。今では8台

械を使用しているので、両タイプの機械に対

のミーリング加工機全てで類似部品加工用

応するエンドミルを選定しなければなりません

に三菱マテリアルのエンドミルが使用されて

でした。これらの条件に対しての三菱マテリ

います。

高品質なターニング加工
三菱マテリアルは、ほとんど全てのターニ

のノンコートターニングインサートとSMART

ング加工に対応する精密加工用工具を幅広

MIRACLEシリーズのエンドミルを採用して

く提供しています。一般外径加工から倣い

います。ターニング加工に関しては、主に

加工、溝入れや突切り、後挽き加工にいた

ワーク径5mm〜16mm、チタン合 金をメイ

るまで小型自動盤に関するカスタム・ソリュー

ンに加工していますが三菱マテリアルへの

ションが用意されています。内径ボーリング

期待は大きく、開発品の評価も頂いていま

加工では直径は2.2mmからですが、穴あ

す。Nicolas Foulaz氏は話します。
「小型

け加工では最小径が0.3mm、外径加工は、

自動盤でのチタン合金製ねじの外径旋削で

Ø0.3mm〜0.5mmの小物部品加工に対し

は、低送り、微小切込みで切りくずの機械・

ても同様に品がそろっており、超硬ソリッド工

ワークへの絡みが発生し、インサートが欠損

具が標準仕様で直径0.1mmから用意され

することで安定した品質が得られません。ま

ています。さらに、医療用には骨接合用トル

た、切削速度の変化も大きく面の粗さにバラ

クスねじのヘッド加工用に開発されたVQXL

ツキが生じます。この課題を解決してくれた

（ 小 径4枚 刃ロングネックエンドミル）
もあり

のが三菱マテリアルの難削材用MP9000、

ます。Mediliant社では、MT9000シリーズ

MT9000シリーズ２材種のISOインサートで
Nicolas Foulaz Mediliant社 ターニング部門 技術者
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非常に良好でした」三菱マテリアルは、お客

く評価していました。
「インサートの寿命は申

様の評価をもとに改良を加え新しいソリュー

し分なく、仕上げ面も従来の工具と比べて

ションを提供しています。

F OCU S on P E R F OR M A NCE

す」Nicolas Foulaz氏はこのインサートを高

共に問題解決を目指す
Mediliant社にとって、三菱マテリアルは

材料、高精度な加工、殺菌などのプロセス

モノづくりの課題、改善を共に対処していく

チェーン全体として包括的な品質管理を一

長期的な技術的パートナーとなっています。

手に引き受けているということです。我が社

次のステップとして、加工能率改善への取

は、積極的な成長を遂げるために、三菱マ

り組みを切りくず排出性に優れたSMART

テリアルを有能なサプライヤーとして、パート

MIRACLEエンドミルで形状荒加工に採用

ナーに選びました」と、Laurent Ferreux氏

することを計画しています。
「我々がメーカー

は強調してくれました。

として重 視する点は、納 品 先に対して原

Website: www.mediliant.com
（左から３番目） Arnaud Boujon Mediliant社 購買部長
（右から３番目） Nicolas Pinguet Mediliant社 切削部門 技術者
（右から１番目） Laurent Ferreux Mediliant社 研究開発・産業部長

PART3

Greatbatch Medical社
（フランス）

最適な切削工具を手に入れ、
生産効率の向上に繋げる
プロテーゼのスペシャリスト
スイスを後にし、フランスへ向かいました。

を行うインテジャーグループの重要な拠点で

3番目に訪れたのは、技術開発および医療工

す。また、同社の経営戦略の拠点でもありま

学研究の中心であるGreatbatch Medical

す。現在、将来の収益確保と事業拡大計画

社のショーモン工場です。同社は、世界的な

達成に向けて、多数の従業員の採用、設備

高齢化により成長を続ける整形外科用インプ

投資、社屋拡張などを積極的に行っていま

ラントと補綴機器の世界的なスペシャリストと

す。こちらでは、整形外科テクニカル・エキス

して知られています。ヨーロッパとアメリカで

パートのRichard Millot氏、テクニカル・エキ

10,000人もの従業員が働いています。フラン

スパートのBenjamin Martin氏に、新しい材

スのシャンパーニュ地方の入り口にあるショー

料に対しての取り組みや現場での生産性向

モン工場は、腰、肩、脊椎インプラント生産

上について伺いました。

新材料の切削に挑む
切削工具の責任者であるRichard Millot

氏は「これらの材料は、私たちの工場ではま

氏、Benjamin Martin氏は、
「両社は特別

だ新しいものであり、用途が拡大しており加

なパートナーであり、三菱マテリアル フランス

工改善の軸をなすものです。私たちは三菱

の技術コーディネーター Bento Valenté と

マテリアルの積極的な技術サポート、改善提

密なコミュニケーションを取ることが同社に不

案、高機能工具開発を必要としています。

可欠なことだ」と断言してくれました。取引

例えば、素材厚さ0.1mmの極薄厚部品加

当初から両社は多くのやりとりをしてきました

工や難削材加工での加工改善を大きく左右

が、コバルトクロム合金やPEEK（ポリエーテ

する重要な要素の１つが工具選択です」と

ルエーテルケトン）のような新素材加工への

両社の具体的成果について、現場で見学

取り組み結果は、両社のパートナーシップを

することを申し出てくれました。

より強固にしてくれました。Richard Millot
（左） Richard Millot Greatbatch Medical社 整形外科テクニカル・エキスパート
（右） Bento Valenté 三菱マテリアル フランス 技術コーディネーター
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生産性向上に貢献する
PEEKの機 械 加 工の現 場では温 度 が

に優れたコーティング技術でコバルトクロム

21℃に保たれ、高精度ラジアスエンドミルの

合金
（HRC40 ～ 45）の薄板プレート加工で

VCPSRBシリーズがØ0.6mmから使われて

非常に良好な結果をもたらしました。
「特に、

います。特に頸部インプラントとして用いられ

Bento Valentéからのアドバイスで振動抑制

るディスクの加工で切りくずつまりが発生して

効果の大きい不等リードを採用することでマ

加工面を悪化させる課題を解決し、高精度

シニングセンタでのチタン合金加工おいて切

な加工を達成しました。
「これはGreatbatch

削速度1,000mm/min以上の高能率加工を

Medical社の生 産 性 向 上に三 菱マテリア

実現することができました。それは以前の工

ル社が注意深く耳を傾けてくれたことにより

具では実現し得なかったことです。検証後、

実現することができた大きな成果です」と

本格採用の条件である工具寿命（コスト）
と

話してくれました。また、耐溶着性を改善し

安定性や加工変質層にも問題なく、全ての

たSMART MIRACLE
（VQ）やIMPACT

必要条件をクリアーしたと断言できます」と

MIRACLE
（VF）
タイプのソリッドエンドミルも

Benjamin Martin氏が話してくれました。さ

用途により選択し採用しています。これらの

らに、深穴加工用にはØ1.3mmのクーラント

ソリッドエンドミルは、難削材でポイントとなる

穴付小径ロングドリルのMWSタイプを採用し

切りくずの排出、振動抑制
（不等リード）
を考

た結果、深さ30Dの深穴加工のサイクルタイ

慮した形状に最適化され、さらに耐摩耗性

ムを1/4に短縮することができました。

今後の発展に向け
進 展 中 の プ ロ ジ ェクトに 加 え て、

シア）
にある三菱マテリアルのテクニカルセン

Greatbatch Medical社 では 生 産 能 力 強

ターを活用したいと思います」これらの展望

化に向けた加工能率向上の追求と患者の

は、工具性能を100％引き出すことで生産現

ニーズに合わせた新製品開発が課題となっ

場での課題解決を目指して、三菱マテリアル

ています。
「この課題を達成するため生産

社とGreatbatch Medical社との密接なパー

技術エキスパートチームは、スペイン
（バレン

トナーシップをさらに高めています。

（前列左） Eric Crosland 三菱マテリアル フランス 技術マネジャー
（後列左） Stéphane Ligneul 三菱マテリアル フランス セールスマネジャー
（後列中） Benjamin Martin Greatbatch Medical社 テクニカル・エキスパート

PART4

Nexxt Spine社
（アメリカ）

高精度な工具で、
クオリティ・オブ・ライフ
が蘇る
脊髄損傷に苦しむ患者を救う
舞台をアメリカに移し、訪れたのはインディ

連製品の100％、手術器具の95％を製造す

アナ州にあるNexxt Spine社。同 社 は 骨

る一貫体制を確立し、手術効率を高めるイ

接合用ねじ、プレート、椎体間関連製品な

ノベーションを起こす製品開発に注力して

どの医療器具を取り扱い、脊髄損傷に苦し

います。今回の訪問では、製造管理者の

む患者の機能回復のために尽力する企業

Robert Thomas氏と加 工 技 術 者のBeau

です。2009年に創立され、インディアナ州の

Riser氏に、現在の脊髄関連の取り組みや

ノーブルズヴィルに最新生産設備を構え、業

画期的な技術について話を伺いました。

界をけん引してきました。脊髄インプラント関
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Robert D. Thomas II Nexxt Spine社 Director of Manufacturing

（右） Dan McCloskey 三菱マテリアルUSA Senior District Manager

圧倒的なプロセスの短縮
同社は、骨固定用ねじ、プレート及び椎体間

米脊椎学会議）
で大きな話題を集め、かなり画

常に商品開発プロセスの改善を行っています。

関節を主として取り扱い、
「私たちは全てのイン

期的な製品だと自負しています」とBeau Riser氏

おそらく、業界水準の3分の1または2分の1の時

プラントを支える医療部品を製造しています」と

が付け加えます。Nexxt Spine社は、インプラント

間短縮を達成しているでしょう。個々の要求が異

Robert Thomas氏が話すと、
「素材としては、現

の製品設計開発から生産技術確立まで一貫し

なる医師たちに対応するため、開発期間を短く

在、アルミニウムやPEEKが主流ですが、実は

た商品開発をしており、それらのプロセスにおい

することが鍵となります。高い技術力とこれまで

Nano Matrixという新しい素材を用いた椎体間

てユニークなアプローチを採用し、業界随一の

の製品開発でのノウハウを活かし、既存製品を

も完成間近を迎えています。まだ製品開発段階

効率化を実現しています。Beau Riser氏は開発

改良しながら医師の要求に合わせ込んでいくこ

ですが、先に行われた業界の見本市NAS
（北

プロセスについて次のように語ります。
「私たちは

とが重要なのです」

高品質と安定感が必須条件
三菱マテリアルのNexxt Spine社に対する
貢献についてRobert Thomas氏は話します。
「三菱マテリアルは、技術革新と精度に重点

Spineが顧客の高度なニーズに応え続けるため

以前NiTi合金
（形状記憶合金）
という新素材

には、高度な品質と抜群の安定感が必須条件

の加工に小径コーティングエンドミルを試した時

です。三菱マテリアル製品はこの点でまさに比

のことです。他社の製品では苦戦しましたが、

を置いた世界トップクラスの高品質製品を開

類のない性能を持ち、競合他社にはない最高

三菱のØ0.014"
（0.35mm）
エンドミルを使用した

発しているメーカーではないでしょうか。Nexxt

の技術力があると感じています。例えば、私が

ところうまくいったのです！」

三菱マテリアルのDan McCloskey氏は、この

んでくれ、とても親切なのです。ですから、将来

共に技術革新を起こす
三菱マテリアルは同社にとってどんなブレイ
クスルーをもたらしているのか尋ねてみました。

難削材の深穴あけ加工にL/D=20に対応可能

は大きく開けていると思います。三菱マテリアル

「先ほどの、新しい材料にお話を戻しましょう。

なØ1.5mmのドリルを推奨してくれました。また

とNexxt Spineとの未来はとても明るいと思いま

私たちはツールをアウトソーシングしてコバルトク

Propyluxというナノファイバー材の小径穴あけ

す。両社は大変先進的で成長中の企業です。

ロム合金の加工に使う準備をしています。NiTi

加工をする際、穴曲がりで穴が貫通してしまい

今後協力してゆくのが楽しみです」
「皆さんに、

合金は、5年ほど前に出た新しい材料ですが、

不良品が出た時も、Dan が代わりに新しいツー

三菱マテリアル製品を使うようお勧めしたいで

コバルトクロム合金以前から使用されていたに

ルを提案してくれました」Robert Thomas氏

す」とBeau Riser氏が付け加えます。
「三菱の

もかかわらず安定した加工ができないことから
製造現場では厄介な素材でした。そんなとき
（中央） Beau Riser Nexxt Spine社 Process Engineer

は今後の両社の関係について次のように話す。
「Danは良い人ですよ。とりわけ頻繁に足を運

方が、少しだけ値が張りますが、間違いなくそ
れだけの価値があるのですから」

（右） 大宮司 久 三菱マテリアルUSA エンジニア
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PART5

Willemin-Macodel社
（アメリカ）

加工精度が
生命維持技術を革新する
さまざまな医療部品を製造
最後に訪れたのは、スイスを拠点とする工

発及びテスト加工も行っており、工作機械ととも

作機械メーカー Willemin-Macodel社。その名

に納品すべきプロセスを設定するためのトータ

は「ドレモンの機械」を意味し、歴史ある機械

ルソリューションを提供しています。最近は歯

製造の町ドレモンに由来しています。最先端

科用ソリューションを確立しました。切削で人工

の加工技術イノベーションで知られる同社の製

歯根を加工するのですが、これには三菱マテリ

品は非常に高精度であり、微細加工に適して

アルのSMART MIRACLEエンドミルØ0.5mm

います。今回は、アメリカにも拡張した同社のイ

が使われることになると思います。この最新モ

ンディアナ州ノーブルズヴィルに勤務するアプリ

デルのマシンは、すでに国内全域で高い評価

ケーションマネージャJim Davis氏に話を伺い

を受けています」同社は米国全土の顧客をサ

ました。
「我が社は工作機械メーカーとして、あ

ポートするために新しい技術の提供や技能向

らゆる種類の医療部品に最適なマシンを医療

上の研修を行っています。同氏は「顧客が加

業界全体に供給しています。例えば、歯科用

工方法をわからないときや、より速くより安く作り

や脊髄用、顎顔面用、人工関節用
（腰、膝、

たい部品がある場合に、我々が最適な加工プ

肘、つま先）
などの幅広い分野に対応していま

ロセスを提供しています」と胸を張ります。

す。また、顧客に代わり応用技術やプロセス開

Jim Davis Willemin-Macodel社 Applications Manager

高品質・高精度は保険
スイスで20年近く旋盤加工業に携わってき

も得られます。他社のエンドミルでは、良好

それがボーリングバーの破損を引き起こし、

たエキスパートであるJim Davis氏。彼の目

な仕上り面を得るには仕上げ加工が2度必

さらにスレッドミルも破損とドミノ倒しのように

から見た三菱マテリアルの工具はどう映って

要ですが、三菱マテリアルの製品ならばそ

すべてにトラブルが発生してしまうのです。こ

いるのでしょうか。
「一言で言えば、機械能

れが不要なのです。まさに地球上で最高の

の現象を
“アンセットアップ”
と呼び、つまりドリ

工具ですよ」と同氏はさらに付け加えます。

ルの品質が何よりも大切ということなのです。

力をフルに発揮させてくれるものですね。三

13

菱マテリアルの工具材質は、耐熱性、耐摩

「スイス式の小型CNC自動盤を使った旋盤

耗性に優れ、また耐欠損性もあるので高速・

加工では、穴をあけた後の仕上げ加工やね

する高品質なドリルを使うということは、ちょっ

高送り加工ができます。このメリットは無限大

じ加工にボーリングバーとスレッドミルを使う

とした保険なんです。高品質、長寿命と分

です。工具の切れ味、寿命も優れており、さ

ことがよくあります。しかし、安価なドリルを使

かっていれば安心ですからね」

らには研削精度も高く、高精度な仕上げ面

い、もし前加工のドリルが折損してしまえば、

そういった意味で、三菱マテリアルが提供

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO

mmc_3_a.indd 13

2016/04/22 13:40

F OCU S on P E R F OR M A NCE

製造現場が求める工具
医療部品において部品の精度を高めること
は、常に患者にとって大きなメリットをもたらしま
す。インプラントの精度が良ければ手術時の装
着が用意で、繰り返しの微調整が減少し、手
術時間、患者への負担が改善されます。つま
り、より安定した部品をより早くつくることが、さら
なる成功を導くのです。Jim Davis氏は医療業
界における当社の貢献について次のように話
してくれました。
「医療業界は、自動車や宇宙
航空業界とはモノづくりのポイントが異なります。
宇宙航空産業用部品はワークは単一で、同じ
部品に数百のツールを使うにしても、ツール自
体は同じものを使います。部品も非常に大きい。
また、自動車用部品は非常に高い生産効率
が必要であり、勤務シフトごとにツールの変更を
強いられることが多々あります。一方で、医療
業界では少量多品種の製品を同じ設備で加

工程全体で30分の節約に過ぎませんが、セット

密部品との相性は抜群です。イメージしやすい

工する必要があります。これを30個、これを20

アップに使用していた1日を丸ごと省くことができ

よう例えれば、紙1枚の厚さが約100ミクロンで

個、あれやそれを15個・・・・と加工と段取り

れば、大きな時間の節約になります。これは本

すが、部品の中には10ミクロンの加工精度にコ

替えの繰り返しで多くのセットアップ時間が必要

当に大きな違いです。アメリカの生産現場での

ントロールする必要があるものもあります。それ

になってしまいます。医療では、効率性よりも性

加工費は、1時間当たり平均で300米ドル、歯

程に厳しい精度が要求されるのです。また、小

能が重要とされることがしばしばあります。セット

科用の場合、1時間で750米ドル程度です。ま

物精密装置では多くの穴や形状加工があり、

アップ前に信頼性の高い工具がわかっていれ

さに
“時は金なり”
ですね！競合他社のツール

重要なポイント全てで全数測定を行います。こ

ば、最適条件、加工精度等を探す必要はあり

のほとんどは、100部品ごとに交換する必要が

のような高精度な加工では、ツールの切削性能

ません。セットアップさえすれば作業に入れるた

ありますが、三菱マテリアルのものならば、交換

とシャンク精度といったトータルの品質が大きな

めトータル時間の節約、そしてよりよい結果につ

は500部品ごとで済みます。ツール交換だけで

違いを生みます。高精度な三菱マテリアルの

ながるのです。また、部品を30個作る際に、1

も膨大な時間短縮になるのです。三菱マテリア

製品は効果的で、作業の質の向上に貢献して

個あたりのサイクルタイムを1分節約することは、

ルの製品とミクロン単位の精度が要求される精

います」

今後の医療機器

ターで製作することも増加するはずです。最

後、3Dプリンターを活用しつつ、将来的には

近では、金属材料を使用し3Dプリンターで

滑らかで光沢がある精度の高い高品位部

製作した非常に高価なHip-Cupもあります。

品加工が頻用されるようになるでしょう。そし

「今後、機械加工による仕上げ加工が急
増するでしょう。また、人工股関節の構成部

3Dプリンターの欠点を挙げるなら、まだ仕上

て、いろんな医療部品がより小さく、より精密

品となるHip-BallやHip-Cupなどを3Dプリン

げレベルの精度が得られないことです。今

なものになっていくはずです」

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO

mmc_3_a.indd 14

14

2016/04/22 13:40

HISTORY OF MITSUBISHI

HISTORY OF
MITSUBISHI
第

3

秋田製錬所の起工式
（1952年）

回

地元の期待に応えた亜鉛発展の地

秋田
製錬所

操業開始当時の秋田製錬所
（円内は中山初代所長）

近代設備を誇った電解工場

1953（ 昭和28）年に三菱金属鉱業（株）（当社前身）が戦後
復興を担う亜鉛需要に応えるため最新技術を結集して秋田
市に新設した秋田製錬所。豊富な電力を利用して高品質の
電気亜鉛を製造し大きく発展しましたが、1980年代より電
力費の上昇、金属価格の低迷などに遭遇し、1996（ 平成８）
年に生産中止を余儀なくされました。現在、広大な敷地を
利用してマテリアルグループ各社が積極的に事業を展開し
ています。中でも日本新金属㈱では超硬工具に用いられる
タングステンのリサイクル事業を行っており、当社にとって重
要な役割を担っています。

戦後復興の期待を担い
新製錬所建設

和25）年の朝鮮動乱による亜鉛の需要も増

国ドル社から技術導入した最新の流動焙

加したことにより、翌年、かねてから懸念さ

焼炉の火入れ式を羽仁路之･三菱金属鉱

れていた亜鉛製錬所新設のための「四日

業社社長のもと挙行します。流動焙焼炉は

亜鉛は紀元前から銅との合金・黄銅とし

市工場臨時建設本部」を設置します。用

鉱業研究所の永野健技師（元当社会長）
ら

て利用されてきましたが、亜鉛単体を取り

地問題がまとまらず、最終的には地元の熱

によって徹底的に検討されました。10年後

出す製錬（冶金）法が発明されたのは15世

心な勧誘があった秋田市に決定します。亜

にセメントの東谷工場に応用展開され日本

紀、日本にそれが導入されたのは20世紀の

鉛の製錬費中約35％を占める電力が尾去

初のSPキルン運転成功にもつながっていま

ことでした。亜鉛の特性を利用し、鋼板に

沢鉱業所小又川水系発電所から安価に受

す。戦後復興を象徴する新製錬所の早期

亜鉛をめっき
（鍍金）
した「トタン」をはじめ、

電できる、亜鉛製錬で副生する硫酸が隣

立上げのため、直島、細倉、尾去沢などか

溶融亜鉛防蝕材などでその需要は伸びて

接の東北肥料（株）（三菱マテリアル電子

ら秋田に移動した方々の心意気溢れるな

いきます。三菱鉱業（株）（当社前身）
の亜

化成社の前身）の原料になることが選定の

かでついに始業。最初は月産560トンの生

鉛製錬は、1934（ 昭和９）年に直島製錬所

決め手となりました。

産量でしたが着々と増産起業を実施し、高

と細倉鉱業所で始まります。しかし、直島

度経済成長で増大する需要に所員一丸と

は終戦で生産を中止、細倉での月産600ト

高度成長時代の
需要増加の波に乗る

なって応えていきます。1973（ 昭和48）年3

ン程度の産出に縮小していきます。好機が
訪れたのは戦後のこと。生野・明延両鉱業
所の亜鉛精鉱産出量が増加し、1950（ 昭

15

「チャレンジアゲイン秋田」のアーチ
（1979年）

秋田製錬所は1953（ 昭和28）年11月、米

月には電気亜鉛月産8,000トン規模に達し、
世界トップの亜鉛製錬所として月産１万トン
の構想を描くまでに発展を遂げました。
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電気亜鉛

場所報創刊
当時の題字

秋田製錬所の落成式挙行
（1954年）

第１原鉱鉱舎を改装して日本新金属㈱秋田工場に

秋田製錬所全景
（1970年代）

現在の日本新金属㈱秋田工場
（2016年）

日本新金属㈱秋田工場内の様子

日本新金属㈱秋田工場で働く社員達

地元秋田の発展を担い歩み続ける
しかし、同年12月に勃発したオイルショッ

タングステンカーバイド粉末

テリアルクォーツ
（株））などのマテリアルグ

超硬工具などのタングステン含有スクラップ

ループ各社が連携して堅実に事業を展開

を回収し、タングステンを抽出するリサイク

していきます。

ル事業に注力しています。その再回収率は

クを契機に低成長経済となり、さらに電力
費の値上げと金属価格の低迷の影響で業
績不振に陥ります。全所員が心を一つにし
て省力化・合理化のために血のにじむ取り
組みで凌ぎました。その後も、労使一体で

リサイクルスクラップ

スクラップに含まれるタングステンの約99%

超硬原料のリサイクル工場として
さらなる発展を
秋田製錬所跡地への展開の一つとして、

にもおよび、当社の掲げる循環型社
会への貢献にも大きく寄与していま
す。また、工場から排出される水処
理は、現存する秋田製錬所内の

事業基盤の強化に取り組みましたが、平

当社 切 削 工 具の原 料となるタングステン

施設で行われ、秋田製錬所で

成不況の長期化、急激な円高に追い打ち

カーバイド粉末を生産する日本新金属（株）

のノウハウが活かされています。

をかけられ、1996（ 平 成8）年 亜 鉛 地 金 生

の秋田工場が設立されます。秋田工場で

リサイクル事業拡大のための設

産中止のやむなきに至りました。生産中止

は、タングステンカーバイド粉末生産に特化

備増設も決定し、さらなる発展

後は解体工事と環境事業を遂行するととも

した精錬工場として、タングステン精鉱など

と地域活性化への貢献が期待

に地 元の要 請に応え、三 菱マテリアル電

の原料から粉砕、抽出、粉末化までの一

されています。

子化成（株）
をはじめマテリアルエコリファイ

貫生産を行っています。特に、変化しやす

ン
（株）、日本新金属（株）、（株）
ダイヤプラ

い原料の供給状況に左右されずに高品質

ザ、
（株）SUMCO JSQ事業部（旧三菱マ

な製品を安定生産するため、使用済みの
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CRAFTSMAN STORY
Vol. 4

菅谷 宏樹

工具開発スタッフ
（プロジェクトリーダー）
2010年入社

菅原 健治

工具開発スタッフ
1989年入社

一ノ関 修

工具開発スタッフ
1975年入社

益野 智行

材料・コーティング開発スタッフ
2000年入社

難削材旋削加工用インサート

「MP/MT90」

シリーズ

超耐熱合金における切れ刃境界部欠損を徹底的に抑える
成長産業においてますます需要の高まる
難削材加工。特殊な用途や条件の多い
難削材加工において、いかに幅広く対応

できる最適な標準品を提供できるか。こ
の問いに正面からぶつかり続けた4人の開

発スタッフに、難削材旋削加工用インサー

トの開発プロジェクトの裏側を聞いた。

17
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難削材旋削加工用インサート

MP/MT90

シリーズ
― 開発に至った背景とは。

刃形を模索していきました。

り揃えました。プロトタイプの基本性能を維持

菅谷 航空機産業や自動車産業、医療産業

一ノ関 実験はとにかく
トライ&エラーの連続

しながら、さまざまな内接円や頂角、コーナR

をはじめ、難削材の用いられる市場はますま

でした。すくい角の大きさと刃先ホーニングの

サイズへ形状を幅広く展開していくのですが、

す成長しています。そういったニーズに応える

大きさを細かく検討して開発を進めたため、

ここで時間がかかってしまうと、せっかく基礎

ため、難削材加工をテーマにした製品開発プ

試作、形状測定、切削評価、分析に費やし

形状ができあがっているのに製品の販売開

ロジェクトが始まりました。しかし、難削材加工

た労力は、これまでの開発と比べても、格段

始が遅くなってしまう。そのため、従来の1/3

といっても加工材料や加工部品の種類は多

に多かったです。試作品がひとたび完成す

で設計できるような仕組みをつくり、少しでも早

岐にわたり、そこで求められる工具性能も大き

れば、3日間ずっと精密測定室にこもって測定

くお客様にお届けできるよう心がけました。

く異なるもの。その中で、できるだけ多様な条

し続けたこともありました。開発の効率化のた

菅谷 あとはやはり、若手、中堅、ベテランの

件に応えられる標準品をつくりたい。その過程

めにもちろんコンピュータに頼ることがほとんど

私たち４人がそれぞれの得意分野を活かし

で、まず何をメインターゲットにするのかを、お

ですが、やっぱり最後は地道な作業を繰り返

合い、チームでノウハウを共有し、支え合えた

客様を多く知る営業部や材料開発部も含め、

す、開発者の執念が決め手ですね
（笑）
。そ

ことが開発の最大のポイントだと思います。特

たくさんの議論を重ねました。その結果、今回

れぞれのすくい角に合ったベストな刃先ホー

に一ノ関さんがベテランの知恵を詰め込んで

のメインターゲットを航空機産業に選定し、超

ニングの大きさを設定できたと思います。

つくってくれた「設計の手引き」は、大変勉強

耐熱合金加工、チタン合金加工に最適化し

菅谷 こうした試行錯誤の結果、市場ニー

になりました。若手設計者に読んでもらいたい

たインサートの開発に着手しました。

ズに合わせた3種類のブレーカを設計し、シ

ものです。今後も、先輩方の培ってきた技術

― 実際の開発における苦労とは。

リーズとして2013年に発売しました。すくい角

を吸収し、継承していきたいと思います。

菅谷 超耐熱合金やチタン合金などの難削

20度で切りくず処理に優れるLSブレーカ、す

一ノ関 もちろん、いつも明るく、愛すべき

材を加工する際の切れ刃損傷メカニズムは、

くい角15度で特に境界部欠損に強いMSブ

キャラクターである若いチームリーダーのおか

「鋳鉄・鋼」といった一般的な金属材料を削

レーカ、すくい角10度で欠損に強いRSブレー

げで、気持ちよく仕事をできたのも大きなポイン

る場合と大きく異なります。今回の最大のテー

カと、加工のシーンに合わせた選択が可能で

トだったと思います
（笑）
。

マは、切れ刃境界部欠損をいかに抑えて長

す。発売後も切れ味のよさについて高評価を

― お客様に向けてメッセージをお願いします。

寿命を実現するかでした。

いただいています。また、超耐熱合金だけで

一ノ関 現在はネガのインサートのみの販売

菅原 まずは、従来製品を徹底的に分析。難

はなく幅広い用途でも使用され、汎用性の高

となっていますが、これからはポジのインサー

削材加工時の損傷は、ちょっとした条件のばら

さにも評価をいただけたことにも苦労したかい

トへの拡充を考えています。この製品を市場

つきで優劣が変化するため、性能評価の見極

があったと実感します。

に出したおかげで、小物部品の加工にも使え

めが非常に難しいものです。そのため、一つの

益野

そうだということに気がつきました。今後はより

実験でもできるだけ母数を増やしながら、普段

Nと比べて飛躍的にAl含有量をアップさせた

小さいサイズのインサートへの展開を進めてい

より多くの評価項目を用いて分析を行っていきま

硬度向上および高硬度相安定化が図られ、

きたいと思います。

材種開発に関しても、従来の(Al,Ti)

した。こうした分析の中で切れ刃境界部欠損

耐摩耗性、耐溶着性を大幅に改善。従来品

菅谷 製品名は難削材用となっていますが、

を抑制する最も効果的な要素として着目したの

より25％以上の性能向上を実現しました。最

ステンレスや一部の鋼などでの使用にもご好

が、すくい角と刃先ホーニングの大きさでした。

適な切れ刃形状との組み合わせにより、難削

評いただいておりますので、その汎用性をぜ

菅谷 すくい角を大きく、刃先ホーニングを小

材用インサートとしての性能をより一層高めら

ひ一度お試しいただければと思います。今後

さくした試作品では、加工初期では狙い通り

れたと考えています。

は、幅広い形状に拡充することで、さらに対

境界部欠損を抑制できていても、工具寿命

― 開発において心がけたこととは。

応力を強化し、より広い業種におけるソリュー

が短い結果となりました。切削初期の工具損

一ノ関 見た目のデザインにも開発者のこだわ

ション提案を目指します。

傷から工具寿命を精度よく予測することがで

りを込めました。切りくずを流すための機能性

菅原 さらにさまざまな効率化を図る新しい取

きればよいのですが、超耐熱合金切削にお

を追求しながら、航空機の翼のモチーフをあし

り組みを取り入れました。今回培ったノウハウ

いてそれは難しかったのです。長寿命を実現

らいました。見た目から高い性能を印象付ける

は今後の開発にも役立て、お客様のもとに製

するためには、加工終期まで境界部欠損を

とともに、この製品が超耐熱合金用のインサー

品を早くお届けできたことをうれしく思います。

抑制し続けることが必要でした。さらに、さま

トであることを主張させたかったのです。

益野 新材料・新技術を開発し、さらに高品

ざまな加工条件で安定した性能を発揮できる

菅原 本製品は旋削用ISOインサートシリー

質かつ高性能な商品を提供していきたいと思

ことが必要です。多くの実験を重ねベストな

ズとして、多彩な幅広い形状ラインナップを取

います。
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進化し続ける
超硬合金素材の
技術変遷。

超硬の本質を
追求し続けてきた
技術革新の歴史
19

超硬工具が普及し始めた1989年、三菱マテリアルは現在でも多様なメー
カーの工具で用いられるソリッドエンドミル向け超硬合金素材「TF15」を
発売する。その後、極小径ミニチュアドリルなど、工具そのものの極小化に
応えるため、素材そのものから数々の技術革新を重ねてきた。今回は、ソ
リッド工具用超微粒超硬合金の歴史を追った。
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CLOSE UP
ス、焼結などの過程を経て、完成します。

超硬素材の製造工程

三菱マテリアルでは、超硬素材の素原料
の材料設計、製造、品質管理までを一貫
して行うことで、常に安定した性能を持っ

超硬合金は、炭化タングステン
（WC）
と

くなります。超硬合金は硬いが脆い材料

た素材提供を可能にしています。さらに

コバルト
（Co）
との合金です。材料の主体

のため、使う用途によって硬さと粘り強さ

は、材料設計の意図を素原料にまで反

はWCで、Coは接着剤の役割をしており、

のバランスを考えた材料設計が重要にな

映させることができるため、開発の自由度

一般的に、WCの粒子が小さいほど硬さ

ります。超硬合金素材の製造は、タング

が広がり、市場をけん引する新たな製品

が増し、Co量が多いほど硬さの程度は低

ステン鉱石の再生から始まり、炭化、プレ

開発を実現しています。

Carburization

炭化タングステン粉末 Tungsten Carbide powder
炭化チタニウム粉末 Titanium Carbide powder
炭化タンタル粉末 Tantalum Carbide powder
コバルト粉末 Cobalt powder

Hot Isostatic Pressing

靭性に優れた
オールラウンドプレーヤー
「TF15」
の誕生

1

Part

1989 ~

1980年代前半、ソリッドエンドミルはまだハイ

ていきます。当社は、幅広い被削材に対応で

ス素材が主流の時代でした。当時はまだ超

きる汎用性を求め、硬さよりも刃先靭性を確保

硬エンドミルの黎明期であり、そのシェアは国

できる材料設計を選択。さらに、グループ会社

内総生産量70万本／月のうちわずか5%ほど。

である日本新金属社と共同開発した超微粒

その頃用いられていたのが、三菱マテリアル

WC粉末を採用することで、1989年に硬さと靭

最初の微粒超硬「UF20/UF30」でした。そ

性の絶妙なバランスを実現した強靱超硬合金

の性能は、ハイスの感覚で使われても「折れ

力材種に成長していきました。また、現在の世
の中の超硬エンドミル素材は、世界的に見て
も「TF15」を模した素材が主流となっていま
す。この事実は、
「TF15」の材料設計がいか
に優れていたかを証明しているのではないで
しょうか。これは、材料設計だけでなく品質の
高さ、すなわち性能のバラツキの少ない素材
を供給できる製造技術の高さを、お客様に評
価いただいている証しだと自負しています。

「TF15」の発売に漕ぎ着けます。

ない」ための選択として、今からは考えられな

「TF15」は三菱マテリアルの製品だけでな

いほどの高Co合金が用いられ、硬さとしては

く、超硬エンドミルそのものの普及と市場拡大

低いものでした。やがて超硬エンドミルが本格

のため、各エンドミル専業メーカーへの素材外

的に普及し始めると、耐摩耗性が不足してくる

販も開始します。すると、発売と同時に国内

のは当然の帰結であり、各超硬素材メーカー

幅広く展開され、当社の超硬事業を支える主

専業メーカーに瞬く間に浸透。以来四半世紀、

は新たな微粒系超硬合金の開発にしのぎを削

「TF15」は今やエンドミルのみならず、ソリッ

り始めます。そして、1980年代末頃には、各

ドドリルWSTARシリーズ、ミラクルコーティング

社のエンドミル素材の基本構成がほぼ固まっ

を施した汎用インサートVP15TFの母材として
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飛躍的に強度を
高めた超微粒超硬の
スタンダード「MF10」

2

Part

実現した「MF10」は、小径のミニチュアドリル

1989 ~

において確固たる地位を築き上げました。さら
に、エンドミルの素材としても、
「TF15」の弱
点であった高硬度鋼の加工においても抜群

の性能を発揮したのです。以来、高硬度用は

「MF10」、汎用は「TF15」として、現在も広
く愛され続ける超硬素材が誕生したのです。

「TF15」とほぼ同 時に発 売されたのが

ことでした。脆性材料である超硬合金の強度

「MF10」でした。ターゲットにしていたの

は、ごくわずかに残る内部欠陥に左右されま

は、市場拡大の進んでいたプリント基板穴あ

す。超硬合金は粉末冶金法で製造されるた

け用のミニチュアドリルです。エンドミルとは異

め、どんなに注意深く製造しても、ミクロンオー

なり、超硬合金の剛性の高さと硬さを活かし

ダーのマイクロポアがどうしても残存してしまい

たアプリケーションです。高価な基板の穴あ

ます。これを改善するためには、焼結技術を

けには、
「折れないこと」が大前提となります

大幅に進化させる必要がありました。また、仮

が、それに加え、穴が「曲がらないこと」が

にそのような欠陥を取り除いたとしても、組織

要求されます。当時、当社の素材は一般径

に不均一な部分があると強度のバラツキを招

が「HTi10」、小径は「UF20」でしたが、基

いてしまいます。そこで、素原料であるWC粉

板の高集積化に伴い、
「HTi10」では強度不

末の改良に取り組み、日本新金属社と共同で

足、
「UF20」では剛性不足が指摘され、高

極めて粒度分布の狭い超微粒WC粉末を開

集積化に耐えられる新材種の開発が求めら

発。同時に、焼結技術をさらに進化させること

れました。そんな中たどり着いたのは、超硬合

で、マイクロポアを極限まで減らすことに成功

金の原点に立ち返って「欠陥を極小化する」

したのです。その結果、剛性と強度の両立を

3

Part

1999 ~

ミニチュアドリル一般径の
グローバルスタンダード
「SF10」

1990年代後半になると、電子機器が広範

粗めの材料設計を選択しました。基板のフィ

に普及することで、
「MF10」でターゲットとし

ラーによるマイクロチッピングを抑制するととも

ていたサイズよりも大きい、ミニチュアドリル一

に、
「MF10」で培った製造技術により安定し

般径の需要が拡大していきます。同時に、基

た強度を実現しました。ボリュームゾーンであ

板の高硬度化も進んでおり、それまで対応し

る一般径に対応する「SF10」は、自社のみ

ていた「HTi10」の改良が求められていまし

ならず多くのミニチュアドリルメーカーに採用さ

た。
「SF10」の開発では、ミニチュアドリル用

れ、現在も主力材種として使い続けられてい

素材のトレンドが超超微粒に向かう中あえて

ます。

H ISTORY

超硬素材の歴史を遡る

1970 「UF合金」発売
1989
1999

21

強靭超硬合金「TF15」発売
超微粒超硬合金「MF10」発売
ミニチュアドリル用
汎用材種「SF10」発売

2004

三菱神戸ツールズ社
（現・明石製作所）
とのシナジーとして、
高硬度鋼加工用インパクトミラクル専用・
超超微粒超硬合金を商品化

2009

インパクトミラクル素材技術を転用した
高硬度鋼加工用PVD超硬「MP8010」発売

2012

極小径ミニチュアドリル
（Ø0.15以下）
専用材種を商品化
ミニチュアドリルのコンポジット化に伴い、
素材製造技術を大幅に進化
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4
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三菱神戸ツールズとの
協業で生まれた
超高硬度材種
「インパクトミラクル」

2000 ~

2000年、神戸製鋼の工具部門
（現・明石

HRC60クラスのダイス鋼へ対応するためには

時、この要求を満たすWC粉末は市場に存在

製作所）が三菱の傘下に加わります。三菱

母材の硬さを高める必要がありましたが、エン

しなかったため、日本新金属社と共同で平均

神戸ツールズの得意分野は高硬度鋼加工

ドミル用途のため、刃先靭性をいかに確保す

粒径が0.1μmクラスの超超微粒WC粉末を開

用のエンドミルであり、その強みをさらに活か

るかが課題になりました。理想の硬さを得るた

発し、
「MF10」を大幅に超える硬さを有しな

すため、三菱素材技術とのシナジーを活か

めには、超硬の粒度を従来の1/2程度まで微

がら、
「MF10」同等の靭性を併せ持つ新材

し、エンドミル刷新のプロジェクトが開始されま

粒化しなければなりませんでした。そのために

種を実現することに成功しました。2005年発

す。当時の神戸製鋼にて使用していた素材

は、原料であるWC粉末自体のサイズを従来

売の当社インパクトミラクルシリーズの母材に

は「KRZX8」というもので、当社の「MF10」

の1/2以下にすること以外なく、さらには粒度

搭載されることとなったのです。

相 当 の 超 微 粒 超 硬 でした。目標 である

分布の狭い均粒な粉末が不可欠でした。当

5

Part

2012 ~

次世代の超超微粒超硬の開発

現在のミニチュアドリルは二極化しています。

た。WCの原料価格の高騰から、ミニチュアド

ボリュームゾーンの一般径はコモディティ化す

リルは2000年代初頭から、超硬無垢材のソリッ

る一方、小径は付加価値を高めるため極小径

ドドリルからスチールシャンク＋超硬刃のコンポ

化が進み、
ドリル径がØ0.15mm以下の時代に

ジットドリルに推移し始め、2000年代後半には

突入しました。極小径ドリルは芯の部分がわず

Ø2mmシャンクを除きほぼ100%がコンポジットド

か数十μm。これは、
「MF10」で換算すると、

リルとなりました。これにより、素材は小径長尺

WC粒子を100個も並べられない世界です。こ

化することになり、これが製造難易度をさらに

こで課題になるのが量産技術です。WCの粒

押し上げることになったのです。結果的に混合

度が0.1μmクラスになると製造難易度が格段に

技術、押し出し技術、焼結技術、全ての工程

高まります。粉体は微粒になるほど凝集しやす

で大幅な技術改善を行い、2012年からようやく

くなるとともに反応性も高くなるため、合金の均

一部のユーザーに新材種が採用され始めまし

質性を阻害するのです。さらに、ミニチュアドリ

た。市場への本格的な浸透はこれからであり、

ル用素材を取り巻く外部環境の変化がありまし

今後の拡販が期待されます。

超硬素材開発の四半世紀を振り返って
これまでの歩みを振り返ってみると、
「素

計だけでなく、素原料の製造にまで遡った品

原料から材料設計ができること」こそ我々の

質管理と高い水準の作りこみが求められま

強みであると再認識させられます。各材種

す。素材は全ての基礎であり一切のごまか

の発売にはことごとく素原料開発が伴い、材

しがききません。しかし、それが超硬素材開

料設計の意図を素原料にまで反映させ生み

発の醍醐味であり、面白さでもあります。こ

出してきた歩みなのです。また、三菱の超硬

れからも真摯に技術と向き合い、積み上げて

素材を使い続けていただいている最大の理

きた強みを活かしながら、超硬の本質を追

由は、
「安定品質」にあると信じています。

究していきたいと思います。

高い信頼性を守り続けるためには、材料設

（中）開発本部 材料コーティング開発センター 材料開発グループ
リーダー 博士
（工学）岡田 一樹 ／
（左）
MMCリョウテック㈱ 素材事
業部 つくば工場長 市川 洋 ／
（右）
同 素材事業部 技術開発係 坂
本 信介
（生産技術開発担当）
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ABOUT US

ABOUT US
欧州
テクニカル
センター

MMCハルトメタル社
M-VEC マネージャー

業界で求められるハイテク製造の知識を提供し続ける教育の現場をレポートする。

オ ー ダ ーメイ ド 式のお 客 様の立 場に立った 研 修で、

Stephan Hulverscheidt

スペインのヴァレンシアに設立された欧州テクニカルセンター
（M-VEC）
。

無駄のない情報 交換を実現する。

ジェネラル
マネージャーに聞く
！

最先端の
加工技術を提供する
ヨーロッパの教育機関
研修システムを工夫し、
効果的な学習を
2008年に設立された欧州テクニカルセンター
（M-VEC）は、主 要な技 術 分 野について、

よく理解頂けるように各オペレーションを最適化
し、今後の拡張性を十分に確保した施設にし
ました。また、私たちは他社のテクニカルセン
ターとの差別化、そして研修の成果を最大化

ヨーロッパの代理店、従業員、お客様の教育

するために、研修教材と加工設備を最適化し、

上のニーズに応えるための専用施設です。超

カスタマイズされた研修を実施することやお客

硬ソリッド工具、コーテッドおよびノンコーテッド

様の立場に立って行動することに注力していま

インサートを欧州市場向けに生産する、ヴァレ

す。そのため、来館いただくグループの人数を

ンシア
（スペイン）
にある当社製造拠点から徒

適正なものにとどめることで、学習効率を高め

歩圏内の便利な立地に居を構え、教育機関と

ています。研修参加者のほとんどは、それぞれ

しての機能はもちろん、研究開発のための切

の専門家ですので、質の高い技術的討論を

削試験、技術支援、顧客コンサルティングなど

実現するとともに、有益な情報交換の場として

多様なサービスを提供しています。施設内に

も活用されています」現在、カリキュラムの設

は、先進的な切削試験室1室、小～中規模の

計においては、機械加工技術の変化、切削工

研修グループ
（最大36人）
を収容できる研修室

具の最新動向、金属加工業界の技術革新を

2室、工具のショールーム1室を完備。これらの

反映しています。選び出された新たな工具形

設備において、加工プロセスの基礎理論とそ

状および工具材料は、実際のお客様での加工

れを適用させるための加工ノウハウを綿密に

に先立ちM-VECで実演することで、お客様の

組み合わせることで、多様な要望への対応を

理解を深め、必要に応じてお客様のご要望を

私たちは可能にしています。理論と実践の両

取り入れています。

立を重視することで、個々の要求を満たすセッ
ションを盛り込んだ研修プログラムを年間を通

個々のニーズに合わせた技術サポートを

じて開催しているのです。マネージャーである

Eddie Melero
（ 入 社７年目）
と German

Stephan Hulverscheidtは施設の特徴を次の

Cabot
（ 入 社３年目）は、当センターの機械

ように語ります。
「M-VECの概念を初めて導入

オ ペ レ ー タ で す。Eddieは、M-VE Cの

するにあたって、研修を受ける方々に最も効率

具体的なサービスについて次のように話し
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て詳しく知りたいという方に、当センターに

く採用されており、生産性と最終製品の品質

お越しいただいています。ヴァレンシア工科

を向上させています。良好な結果が得られた

大学の学生向けの研修セッションにも協力

この特別に提供したドリルは、その後標準品と

していますが、私たちが主に力を入れているの

して展開することになりました」Germanがさら

は、ヨーロッパのお客様や代理店の教育、およ

に言葉を付け加えます。
「当センターの最大の

びコンサルティングです。お客様に工具の性能

価値は、三菱マテリアルが欧州各国に展開す

を理解いただき加工提案をするために何度も

る事業所のスタッフがこの施設を自由に使用

試験を行うことがあります。例えば、焼入鋼に

することができ、研修の題材を個々のニーズに

正確に穴あけ加工をするためのソリューション

合わせてカスタマイズできる点です。認可を受

を確立するために、何度も試験を行ったことも

けた研修教官は教材を状況に応じて使用し、

あります」続けてEddieは、具体的な事例につ

私たちはより細やかに参加者のニーズに応え、

いて説明してくれました。
「それは、プラスチッ

必要な技術サポートを提供します」

ク部品の製造業者であるお客様から、イジェ

最後にStephanは、次のようにM-VECのこ

クタピン用にØ1mm ～ Ø3mmで突き出し長さ

れまでの取り組みを振り返ります。
「私たちは

30Dの穴あけをするよう求められたことでした。

絶えず、品質、関連性および有用性におけ

成形プロセスでは、高熱流動性材料を金型内

る研修の向上に努めています。常に世界中

に吹き込み、短い冷却期間の後に金型を開き

にある他の三菱マテリアル加工技術センター

ます。その際、イジェクタピンは完成部品を確

（日本、アメリカ、タイ、中国）
と技術の進歩や

実に押し出さなければなりません。このピンを差

市場の情報を交換し、今日の世界のハイテク

し込むための穴には、丸み、直径、直線度、

環境と歩調を合わせることに尽力しています。

位置公差、滑らかな表面仕上げなど、極限の

M-VECプロジェクトが成功を収めたことで今後

精度が求められました。研究開発部門がこの

拡大、強化すべき価値を証明できたのです」

最新の機械加工技術を学びに、

お客様はこの工程のためにこれらのドリルが多

ヨーロッパ全域から

の生産工場で最終試験が成功し、現在では

び、私たちの工具のパフォーマンスについ

お客様が訪れます。

る

ます。
「 毎 年、最 新の機 械 加 工 技 術を学

社員に聞く
！

（右）Eddie Melero
スペイン三菱マテリアル社
マシン・オペレータ

（左）German Cabot
スペイン三菱マテリアル社
マシン・オペレータ

ために特別開発した試作ドリルの提供から始
まり、その後どのタイプが最も適切かを調査す
るとともに、最良の切削条件を見つけなければ
なりませんでした。初期の研究ののち、お客様

M-VECのソリューションサービス

1 教育・研修

2 切削実演

3 フォーラム
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CUT TING EDGE

CUTTING
EDGE
第３回

低周波振動により
切りくずを分断する
切りくず処理を根本から変える

協力：シチズンマシナリー株式会社

小型自動旋盤で加工される自動車、医

行うことが切削加工の永遠のテーマとも言

振動切削技術」です。2013年秋にこの技

療機器、OA機器などの精密小物部品加

えるのです。その対応策として、チップブ

術を搭載したマシンを発表し、国内外から

工の課題の一つが切りくず処理です。切

レーカ付きインサートの適用、高圧クーラン

大きな注目を集めました。今回、シチズンマ

りくず処理がうまくいかず絡み合ってしまう

トの使用（高圧クーラントを加工点に直接

シナリー
（株）開発本部の中谷尊一氏、三

と、工具寿命への影響はもちろん、加工し

当てることで切りくずを切断）
などの方法が

宮一彦氏を当社営業本部 大分義光と開

た製品の表面に傷を付けたり、機械の停

とられています。この“切りくず問題”
解決

発本部 佐藤 晃が訪問し、
「低周波振動

止を引き起こすことさえあります。つまり、工

のために、従来と全く異なる視点からのア

切削技術とその将来」についてお話を伺

具の長寿命化、品質安定化、機械稼働率

プローチとして工作機械メーカーのシチズ

いました。

向上のために、この切りくず処理を確実に

ンマシナリー
（株）が着目したのが「低周波

※
とは？
低周波振動切削『LFV』
シチズンマシナリー
（株）独自の制御技術

間を設けることにより、切りくずを細かく断続

することが可能となりました。低周波振動

によりサーボ軸を切削方向に振動挙動さ

的に排出させる特徴を持っています。これ

切削は、多彩な加工形状と幅広い被削材

せ、その振動が主軸回転と同期しながら

により、難削材の加工や深穴加工において

質に対応し、汎用性に優れた最新の切削

切削します。さらに、切削中に
“空振り”時

も、切りくず絡みによる問題を一挙に解決

技術です。

■主軸１回転あたりのZ軸方向移動量と低周波振動の波形

■切削イメージ

※低周波振動切削（Low Frequency Vibration-cutting）
『 LFV』は、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
※『個の量産』は、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
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CUT TING EDGE

空振りすることで
確実に切りくずを切断
三 菱マテリアル 大 分

切りくず 問 題は

我々切削工具メーカーにとっても課題の一
つですが、この技術に着目したシチズンさ
んの機械づくりの経緯に興味があります。

されたときに真っ先に思い浮かんだのは、

率が生産性（コスト）の鍵になりますが、切

シチズンマシナリー 中谷氏 きっかけは、

精度が出せるのかということと、振動に機

りくずが 巻いてくると切りくずの流れも変

長いお付き合いのユーザー様から提案を

械が耐えられるかという不安でした。しか

化するので、挽き目も悪くなる上、最悪の

いただいたことです。加工現場での切りく

し、その一方で、技術そのものの将来性は

場合機械がストップしてしまう。安定した切

ずに対する問題点と苦労は我々も認識し

非常に高いと感じ、この技術開発に取り組

りくずが排出されるということは、挽き目も

ていましたから、この低周波振動切削技

むことに躊躇はなかったです。

きれいになるし、加工のトラブルが減少し、

術が解決につながるだろう、という判断をし

佐藤

トータルの生産性もアップするわけですか

て、一緒に共同開発しましょうと決意したの

きな問 題は切りくず処 理なのです。トラブ

ら、我々も期待しています。

です。

ルの多い原 因に切りくずが絡まって工 具

中谷氏

三菱マテリアル 佐藤

常識ですと工作機

製造現場での自動化を制限する大

当社が開発した『LFV』を用い

が欠けるということが挙げられます。加工

た切削では、切削時の空振り時間が、切り

械は振動させてはいけないものですよね。

面粗さが悪い、工具寿命が短くなるなど、

くずを細かく分断して排出するとともに、刃

中谷氏

切りくず問題は悩ましい。

先の温度上昇を防ぎ、工具寿命の延長に

大分

もつながる可能性があると考えています。

確かに工作機械の常識はいかに

機械を振動させないかが大切です。提案

自動盤での量産部品加工は稼働

『LFV』による切りくず

オイルホールドリルによる深穴ドリル加工。分断された切りくずがドリルの溝を通って排出されるため、切りくず絡みの心配がありません。

従来の切削による切りくず

難削材が「難削」材と呼ばれなくなる時代へ
― 2014年にこの『LFV』を搭載した２軸旋盤
『VC03』を発売しました。開発で苦労した点

やり振動させることに悩ましさがありました。
『LFV』の 振 動 周 波 数 が、機 械 の 固 有

工条件次第では「切削抵抗が減少する」
「切削点の加工温度が上昇しにくい」
「工

はどんなところでしょうか。

振動数と合ってしまうと、機械全体が共振

具寿命が延びる」といったことが期待でき

中 谷 氏 『VC03』の 主 な 特 長 はP27下

してしまってそれこそ加工ができなくなる。

るなど、まさに
“生産革新ソリューション”
に

図の通りですが、開 発 段 階では、そもそ

このあたりは注意しながら開発を進めまし

なると考えています。

も機械は振動させてはいけないもの、とい

た。
『LFV』の有用な機能は、
「切りくずの

うのが基本的概念ですから、それを無理

確実な切断が可能になる」ことに加え、加
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CUT TING EDGE

CUTTING
EDGE
（写真左）
シチズンマシナリー株式会社
（写真右）
シチズンマシナリー株式会社

シチズンマシナリー 三宮氏

開発本部開発企画部副部長 中谷 尊一氏
開発本部ソリューション開発課課長 三宮 一彦氏

我々があれこ

のワークが次々と流れてくるようになるわけ

方を大きく変える可能性があると信じていま

れ考え抜いて、手を尽くした技術が、加工

ですから、切りくず絡みをプログラムで都

す。
『LFV』を前提とした考え方に変えるこ

で困っていたお客様を解決に導くことがで

度調整しているわけにはいかなくなります。

とによって、工具の形状も変わるし、工具レ

きたとなると、達成感がありますね。製品発

あらゆる材料、あらゆる加工に対応できる

イアウトも変わってくる。切りくずが絡まない、

『LFV』のような、新たな加 工 技 術 が 確

という前提になった瞬間に、加工を取り巻く

表 以 来、
『LFV』の技 術を喜んでもらえ、
高い評価をいただいているのは嬉しいこと

実に必要になってくると考えています。

さまざまな設計の自由度が増します。あらゆ

ですね。

三宮氏 もっと視野を広げると、現在、難

る可能性が将来的に広がると思っています。

削材と呼ばれているものも難削材じゃなくな

いろんな研究テーマが生まれていくでしょう

る・・・というようなところまでもっていきたい

し、工具メーカーさんとしても相当研究が必

でしょうか。

と思っています。難削材でも切りくずが絡

要となってくるのではないでしょうか。

中谷氏 シチズンマシナリーは、2013年か

まず、細かくなっているので、取り扱いも楽

大分

ら事業コンセプトとして『 個の量産 』※を提

になりますし、切りくずの容積も、条件により

置だったり、この技術にどのような工具が

― 将来的に製造現場はどう変化するとお考え

工具の形状だったり、ホルダーの配

唱しています。これは大量生産にも、一つ

1/3から1/5に減ります。切りくず容積が減

合 致するのか、共に考えると面白いです

一 つ違う部 品 が 加 工される多 品 種 少 量

るということは、リサイクル業者のトラック引

ね。ひょっとしたら加工現場の根底を変えら
れるかもしれない。

生産にも同じ効率で対応・両立させ、どの

き取り回数も減るということなので環境にも

ような生産においても高生産性を実現しよ

優しいですよ。

中谷氏

うとするものです。さまざまな形状や素材

中谷氏 『LFV』は、今後加工技術の考え

がった切りくずを取りながら加工しなければ

大型機の加工例として、長くつな

『VC03』高精度のための機械構造
ヒートシンメトリック構造のフレームと
ベッドをはじめ、ウイングタイプヘッドス
トック、別置式のクーラントタンクは、
経 時 熱 変 位や加 工 熱を機 械 本 体
に伝えないための基本コンセプトで
す。また、強制冷却機能付ビルトイン
モーターは、ベルトレスで振動が少な
く、スムーズな回転が得られ、抜 群
の形状精度を発揮します。サービス
タイム3.5秒の高速ガントリーローダー
やIN/OUTストッカー等の周辺装置

■ウイングタイプヘッドストック
主軸部はウイング部分のみがスライドと接し、
スリーブ中央部が浮いた構造となるので、ス
ピンドルの放熱が均等な上、ヘッドストックに
熱を伝えにくい構造となっています。
■ヒートシンメトリック構造ベース
左右対称構造の一体鋳造ベースは、熱の伝わり方も左
右対称となる利点を持ち、機械の発熱が加工精度に与
える影響をクリアします。
■別置タンク
切削熱を吸収した切りくずやクーラントによる熱影響を抑
えるため、クーラントタンクは別置分離式とし、脚間に収
納しています。

を組み合わせることによりさまざまな
自動化ニーズに対応します。

※低周波振動切削（Low Frequency Vibration-cutting）
『 LFV』は、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
※『個の量産』は、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
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（写真左）
三菱マテリアル株式会社 加工事業カンパニー 営業本部 部長補佐 大分 義光
（写真右）
三菱マテリアル株式会社 加工事業カンパニー 開発本部 ドリル・超高圧開発センター 佐藤 晃

低周波振動切削機『VC03』

ならないということもあるようです。そのため

ん挑戦して工具を開発しています。

きました。こうした新しい技術や工作機械

にドアをあけた状態で切りくずを引っ張り出

佐藤 今回の『LFV』により機械側で確実

の進化も視野に入れて、今後も加工現場

しながら加工するなど、安全面で問題があ

な切りくず排出が可能になれば、工具に本

の皆様のお役に立てる工具開発に注力し

る。高額な被削材を切りくず絡みによる傷な

来持たせたい能力を付与した新しい工具

ていきたいと思います。

どで無駄にはできないことから、そうした作

や、
『LFV』に特化した工具など、全く新し

業を行わざるをえないのだと思いますが、怪

い製品が生まれる可能性を感じることがで

我をしてしまうリスクのある危険な行為です。
『LFV』技術を使えば、切りくずの問題が
発生しないので、自動でも安心して機械が
動かせるようになるはずです。VC03で販売
を開始したこの『LFV』は、当社の他機種
へも適用できるよう今後開発を進めていきま
すので、適用できるワーク範囲も広がってい
くと考えています。
佐藤 我々も、お客様の立場に立って、工
具開発に注力していますから、世界中の加
工現場に革新をもたらす加工方法を提供
できればと考えています。
大分

当社としても現在、先端技術開発

チームを立ち上げたので、ぜひとも活用し
ていただければ嬉しいです。若手もどんど
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和をやしなふ
WA

WA

浮世絵

日本の伝統美術として国際的に知られる浮

生産され、庶民の娯楽としての浮世絵へと発展

世絵。しかし、さかのぼれば浮世絵は日本が

していきますが、これは世界的に見てもポップカ

鎖国をしていた江戸時代の天和年間
（1681 ～

ルチャーの先駆けと言えるものでした。

84年）
、しかも江戸
（東京の旧称）
という一都市
の庶民たちによって生み出されたものでした。

当時、庶民の遊びの代表といえば、遊郭と
芝居。これが浮世絵では「美人画」と「役者

葛飾北斎『富嶽三十六景』

が量産できるようになります。こうした浮世絵は、
現代の出版社にあたる「版元」、版下絵を描く
「絵師」、版木を彫る「彫師」、版木に色をの
せて摺る「摺師」の共同作業ででき上がって
いました。

「うきよ」といえば、古くは「憂世」と書くのが

絵」として描かれ、流行のファッション誌や歌舞

浮世絵が海外へ初めて渡ったのは、実は日

一般的で、あの世に対して「この世
（憂世）
」は

伎役者のブロマイドとして、またたく間に庶民へ

本がまだ鎖国中のこと。当時、唯一外交関係

つらくはかないものだという厭世的な意味でし

浸透していきました。同時に、江戸を訪れた人

のあったオランダを介して輸出された陶磁器な

た。ところが、江戸時代になると、つかの間の

びとが故郷に帰る際の土産物として美しく軽い

どの包み紙に古い浮世絵が使われ、それが

仮の世だからこそ浮き浮きと楽しく暮らそうという

浮世絵を好んだことから、地方にも浮世絵の存

海外で評判となります。日本が開国した19世紀

考え方が庶民に広がり、
「うきよ」は「浮世」と

在が知られるようになっていったのです。

後半には大量の浮世絵が海を渡り、ヨーロッパ

いう享楽的な言葉に変化していきます。そうし

当初は墨1色で摺られる「墨摺絵」からは

諸国で大きな話題を集めました。現在でも欧米

た考えは美術界にも影響を及ぼし、画家たちは

じまった浮世絵ですが、庶民たちはより美しい

の美術館にはたくさんの浮世絵がコレクションさ

人びとの日常生活など現世の風俗や話題を描

色彩の浮世絵を求めるようになり、江戸中期に

れており、日本文化を海外に発信する重要な

くようになります。それらの多くは木版画で大量

は「錦絵」と呼ばれるカラフルな多色摺の版画

役割を果たしています。

ゴッホは浮世絵マニアだった!?
19世紀末の日本の開国を機に、ヨーロッパ

29

中でも大量の浮世絵を買い求め、オランダ・

には浮世絵に代表される日本の伝統美術の

アムステルダムにあるゴッホ美術館にはゴッホ

一大ムーブメント、いわゆる「ジャポニズム」

と弟のテオが所有していた約500点の浮世

が巻き起こります。浮世絵は画家をはじめ、

絵が収蔵されています。また、浮世絵は彼

小説家や詩人、音楽家など幅広い文化人

の作品にも大きな影響を与え、パリ時代の友

の心を捉え、西洋の文化に大きな影響を与

人を描いた「タンギー爺さん」の背景には歌

えました。特にフィンセント・ファン・ゴッホは熱

川広重の作品をはじめとする浮世絵が描か

心な浮世絵収集家であり、貧しい暮らしの

れています。
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ゴッホ『タンギー爺さん』
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彫師のこだわりの道具たち
版元、絵師、彫師、摺師の共同作業によって

彫師は彫っている版木のそばに砥石を置き、刃の

完成する浮世絵。その中の彫師は、絵師が描い

切れ味を調整するためにその都度刃を研ぎます。

た版下絵を版木に貼って彫り、版を制作する役割

彫りの技術を習得するためには、まず道具自体を自

を担っています。

在に研げる技術が必要で、この「研ぎ」が完璧に

彫師にとって最も大切なのは、版木を彫るため

できるようになるだけでも何年もかかると言います。

の道具。線を彫るための「小刀」、線の際をさら

世界中の人々を魅了する美しい浮世絵は、彫

う「丸のみ」、広い部分を平らにさらう「平のみ」、

師の技術はもとより、優れた道具があるからこそ生

細かい部分をさらう「あいすき」などがあり、中でも

まれるのです。

小刀は彫りの命とも言われるほど重要な道具です。

木版画家デービッド・ブルさんインタビュー

新しい流行や文化を積極的に取り入れ、
浮世絵や伝統的木版画の可能性を広げたい
日本の伝統的木版画に出会ったのは、カナダ

く、多くのオリジナル作品にも取り組んでいます。4

のトロントにある楽器店で働いていた28歳の時で

年ほど前からはアメリカ在住のイラストレーターで

す。ある日、小さなギャラリーの前を通りかかった

あるジェド・ヘンリーさんが絵を描き、私が彫りを手

ら、
「Japanese Wood Block Prints
（日本の木版

がけた「浮世絵ヒーローズ」を発表。これは、日

画）
」という看板に目がとまりました。そこで江戸・

本の名作ゲームを浮世絵にしたものです。日本の

明治期につくられた浮世絵の一種である摺物を見

ポップカルチャーと伝統的木版画を融合した「浮

て、あまりの美しさに驚いたのです。
本格的に木版画の勉強をするため、35歳で日
本に移住。英会話教室で教える傍ら、浮世絵な

世絵ヒーローズ」は特に海外で人気が高く、アメリ
カをはじめ約60ヵ国の人たちからインターネットを
通じて注文がきています。

ど昔の木版画の復刻に取り組みました。来日3年

いまの世の中、つまり「浮世」を追うのが浮世

目の1989年からは、江戸時代の浮世絵師・勝川

絵の本質。江戸時代、浮世絵の製作に携わる人

春章の「錦百人一首あづま織」を10年かけて木

たちは、時代の先端をいく風俗や話題を敏感に捉

版画で復刻する取り組みをスタートし、木版画家と

え、表現方法においても常に新鮮な技巧を試みま

しての道を歩み始めたのです。10年をかけた取り

した。私たちも新しい流行や文化を積極的に取り

組みは1998年に無事完結を迎え、展示会にはお

入れ、浮世絵や木版画の可能性をもっと広げてい

客様や報道陣など多くの人が集まってくれました。

きたいと思っています。

常識を変える
「旅先で車を止めて地図を確認する」
「場所と時間を詳細に決めて待ち合
わせする」
「Faxが届いたことを確認
するために電話する」私が社会人と
して歩みを始めた20年前は、当たり
前のように行っていた「常識」が今
では「非常識」になっている。
次の20年。常識の非常識化が加
速する。日本ではいまだなじみのない
人工関節や脊髄インプラントが当たり

現在は江戸・明治期の浮世絵の復刻だけでな

前になっているかもしれない。人工関
節の機能拡大によって、ヒトの可動
域が広がり、スポーツの世界に新しい
ルールが作られているかもしれない。
難削材を難削材でなくす。工作機
械メーカーや工具メーカーを中心にた
くさんのエンジニアが日々格闘している
大きな難題。
「浮世離れしている」と
思われる方もこの時代にはいるかもし
れない。いつの時代も熱い想いを持っ
た変革者たちが時代を変える。20年
後、この編集後記を読み返しながら、
難削材なんていうものが昔はあったな
あ、と思っていたい。難削材は難削材
という、この大いなる常識を変える取り

人力カートレース
（Rickshaw Cart）

フォックスムーン
（Fox Moon）

世界各国から注文の入る作品群

組みに少しでも力になれればと思う。
編集部 小澤 英之

David Bull（デービッド・ブル）
木版画家
「木版館」代表／
「せせらぎスタジオ」主宰
1951年、イギリス生まれ。5歳の時にカナダに移住。28歳の時に日本伝統の木版画
に出会う。1986年、日本に移住。1989年から10年をかけ、江戸時代の浮世絵師・
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勝川春章が描いた「錦百人一首あづま織」を木版画で完全復刻し大きな話題となる。
2014年、浅草に「木版館」をオープン。絵師、彫師、摺師と協力し、江戸時代の作
品の復刻版やオリジナル浮世絵など新たな作品を精力的に製作。
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三菱マテリアルは、単なる「工具メーカー」ではありません。
私たちの使命は、お客様一人ひとりの異なる課題に
ものづくりのプロフェッショナルとして全力で向き合い、
お客様のビジネスを成功へと導くこと。

そこは、これまでにない新しい技術や製品と出会える
“場”
。
世界中のいつでもどこでも、スピーディーに解決策を見出せる
“場”
。
最先端の情報が集まり、驚きやワクワクに溢れる
“場”
。
この工房でお客様とともに考え、創り、感動を分かち合い、

【ロゴの意味】
地球を示す円の上で、人と人が手を繋ぐ様子をデザイン。
グローバルなフィールドで、
“お客様”
と
“三菱マテリアル”
が手を取り
合って一体となり、ともに高め合っていきたいという想いを込めています。
また、全体のシルエットは、どこか
“切削工具”
のようであり、三菱マテ
リアルの頭文字である
“M”
のようであり、ものづくりに対する情熱を示す
“炎”
のようであり、多様な意味を含ませ、シンボル化しています。

お客様一人ひとりに合わせた
ベストなソリューションとサービスを提供していく。
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加 工 事 業カンパニー

あなたの、世界の、総合工具工房。

http://www.mitsubishicarbide.com

あなたのための「工具工房」でありたいと思っています。
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そのため、私たちは世界にひとつしかない、
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